公募制推薦入試／英語（後期）
【Ⅱ】

出題のねらい

【解

答】（30 点）

大問Ⅰは文法力と語彙力を問う問題です。大問Ⅱは文
章空所補充問題です。ここでは文脈を正確に理解する
力とともに、文法や語法と語彙の知識も必要になります。
大問Ⅲは対話文の問題です。会話の自然な流れを理解
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（3 点×10）

し、やりとりを適切に完成させる力が必要です。定型文
の知識を問うのではなく、前後の文脈の把握や、会話
のテーマの理解に重点を置いた出題となっています。大 【解

説】

問Ⅳは長文読解問題です。文脈をたどりながら、内容

各教育段階の卒業率に関する記事です。難度の高

を正確に捉えることが大切です。大問Ⅴは並べ替えによ

い語彙は使われていませんので、空所の前後の単語に

る英文完成問題です。正確な文法理解と文脈の理解

注意しながら、文脈から意味を捉えて読み進めると回答

に基づいて基本的な英文を組み立てることが出来るか

を見つけることができます。

が問われています。
【Ⅰ】

【解

なお、後半は提示されている表と照らし合わせると答
えを見つけることができます。

答】（20 点）
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【解

説】

（1） 「had better」の後ろには「原形動詞」がきます。
「～した方がよい」という意味になります。
（2） 関係代名詞の問題です。
（3） 関係副詞の問題です。
（4） 接続詞の問題です。
（5） 「Will you ～ ?」「～してくれませんか？」
（6） until は「～まで」という意味です。
（7） 「has/have a flat tire」
とは「タイヤがパンクした」
という意味です。
（8） 「願望」を表す仮定法の問題です。現在の事実
と反対の願望を表します。I wish ＋ 主語 ＋（助）
動詞の過去形。
（9） 「fill in」は「記入する」という意味です。
（10）
ことわざの問題です。「料理人が多すぎると、スー
プを台無しにする」 → 「船頭多くして船山へ登る」
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【Ⅲ】

【解

に素晴らしいサービスを提供してくれました。以下にいく

答】（15 点）

つかの例を示します。平均的な学習者が習得するのに
かかる時間の少ないものから多いものの順にランク付け
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（3 点×5）

●最も簡単（約６００時間の学習）
オランダ語とノルウェー語に加えて、人気のあるラテン語
【解

説】

留学のアドバイスを求めている大学生 Natsumi と大
学教員 Mr. Heep との対話文です。

（イタリア語、
フランス語、ポルトガル語）は、話すことと読
むことの「一般的な専門能力」を達成するために約６００
時間の学習を必要とします。
これらのうち、
スペイン語とイ

対話文は情報のやり取りになりますので、話の展開に タリア語は英語を母国語とする人にとって最も習得しや
注意してください。

すく、続いてポルトガル語、最後にフランス語の順になりま

（21）
「 変わりはないか？」 挨拶のときよく使う表現です。

す。
これらは英語と多くの単語を共有していますが、
「空

（22）直後の文 「In September.」 がヒントになります。

似ことば」を作成するのはその共通の語彙です。異なる

（23）直後の London の気候の説明がヒントになります。

言語の単語は、見た目も音も似ていますが意味が時間の

（24）直後の「持ち物に気をつけてください。」 のアドバ

変化とともに大きく異なっていきます。例えば、
スペイン語

イスがヒントになります。

では「embarazada」の女性は妊娠していますが、
フラン

（25）直前で「多額の現金を持ち歩かない」 のアドバイ ス語の「préservatif」は食べ物に添加する物ではなく、
スがヒントになります。

コンドームのことです。
フランス語とイタリア語はかなり標
準化されていますが、
ラテンアメリカのスペイン語を学ぶ
か、
スペインで話されている「カステジャーノ」語を学ぶか

【Ⅳ】
【大

を選択する必要があります。
これらはアメリカ英語とイギリ
意】

ス英語と同じくらい異なっています。ポルトガル語の選択

（CNN）-ロックダウン期間は私たちに多くのゆとりの時

はさらに顕著です。ずっと前に、私はブラジルのポルトガル

間を与えました。私たちの多くは視野を広げるアイデアを

語を選びましたが、今日までまだポルトガル人の話す言葉

思いつきました。その中で、外国語を学ぶことは明らかな

を正しく理解することができません。

選択肢のひとつです。それは、私個人としてもおすすめの
ことです。私は１２歳までにドイツ語、ギリシャ語と英語を

●マレー語とスワヒリ語（９００時間）

話すことができるようになり、言語が私の情熱及び趣味に

習得が最も簡単な２つのエキゾチックな言語がラテン

なりました。私のアドバイスは、ある言語を勉強するときに

アルファベットを取り入れていることは驚くべきことではあ

はその言語の文化と国にも興味を持っていなければなり りません。マレー語は東南アジアのいくつかの国の共通
ません。
トルストイとドストエフスキーが好きなら、
ロシア語

語であり、非ネイティブスピーカーによる第二言語としての

を学びましょう。バンコクに住むつもりならタイ語を学びま

使用によって簡素化されています。例えば、マレー語の複

しょう。あなたのパートナーがメキシコ人なら、スペイン語

数形は、単語を２回繰り返すことによって形成されます。

を学びましょう。そして覚えておいてください：あなたはお

bukuは本を意味し、buku-bukuは本の複数形を意味し

そらく数週間で観光客として何とか通用することが出来

ます。同様に、スワヒリ語は東アフリカの貿易言語として

ますが、言語を習得することは数ヶ月ではなく数年かかる

進化し、
アフリカの文法にアラブの語彙を持っていると言

長期的な取り組みです。

われています。それは私たちにサファリ、
「ライオンキング」
（シンバ、ティモン、
プンバ）のすべてのキャラクターとクワ

言語と外交

ンザのアフリカ系アメリカ人の休日を与えてくれました。

第二次世界大戦後、
アメリカは大使館のスタッフに、そ
の国の現地の言語を訓練することによって世界中にその

●日本語（２,２００時間）

影響力を拡大しました。今日の語学学習者にとって幸い

寿司、
カラオケ、マンガで世界を豊かにした国である日

なことに、
アメリカ外交官養成局の語学本とテープはオン

本には、特にゲーマーやオタクの間で多くの信者がいま

ラインで見つけることができます。
これらは利用可能な最

す。
しかし、元の意味から切り離されて輸入された漢字

高の無料コースですが、
シラバスにちょっとした冷戦の名

と、ひらがなとカタカナの２つの音 節 文 字（どちらを使用

残を見つけることができます（「米国の衣料品店はどこで

するかを学ぶ必要があります）
を使用する非常に難しい

すか？」）。何よりも、
アメリカ外交官養成局は英語を話す

言語に直面することになります。品物の数え方は、それ

人にとっての難易度で言語を分類することにより、私たち らが長くて細い（道路）、小さくて丸い（リンゴ）、薄くて平ら
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（紙）、広くて平ら
（敷物）、そして何百もの種類があるか
どうかによって異なります。あなたが話す日本語はあなた
の性別にもよります。男性には「ラフ」なことばがあり、女
性にはもっと
「女性らしい」ことばがありますが、両方を理
解する必要があります。是非自宅で日本語コースを始め
ましょう。でも、少しでも上達したいのなら、
日出ずる国で
１ヶ月の集中練習をしてください。
【解
26

答】（20 点）
②

27

④

28

⑤

29

⑨

（順不同ＯＫ）（5 点×4）

【解

説】

②

第一段落の My advice is…以降と一致します。

④

第二段落の第２文の内容と一致します。

⑤

第三段落の第１文の内容と一致します。

⑨

第四段落の第３文の内容と一致します。

【Ⅴ】
【解 答】（15 点）
問１
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（5 点）

問２

32   ⑥

33   ④

（5 点）

問３

34   ③

35   ⑥

（5 点）

【解

説】

問１
I felt embarrassed when I heard my name
called.
問２
Yes, it always reminds me of my happy
days.
問３
What is Takoyaki? Could you please look it
up in your dictionary?

